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皆様方には、平素から当連合会の活動並びに運営に対し、特段のご理解と
お力添えを賜りますとともに、「犯罪のない安全で安心なまちづくり」にご尽力
をいただき、心から感謝申し上げます。

新年度がスタートいたしましたが、新型コロナウイルス感染症の収束は未だ見通せない状況にあります。
私は、県民の命と健康を守ることを最優先に、感染の抑制や医療提供体制の確保など、各般の対策
に全力を挙げてまいります。また、この感染症の拡大を契機に、「新たな日常」の構築に向け、社会
全体のデジタル化が強力に進められようとしています。このデジタル化等の変革の恩恵を県民があま
ねく享受し、これまでより豊かで安心・安全に暮らすことができるよう、県政の様々な分野でデジタル
化を強力に進めてまいります。
さて、県内の犯罪情勢を見ますと、刑法犯認知件数は平成14年をピークに減少を続けていますが、
高齢者が被害に巻き込まれる「うそ電話詐欺」や重大事件に発展するおそれのある子供や女性に対する
「声かけ・つきまとい事案」など、社会的弱者を狙った悪質な犯罪が後を絶ちません。
こうした中、県では、「犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」に基づき、防犯ボランティアの皆様
や関係団体等と連携し、防犯思想の高揚や犯罪防止に向けた取り組みを推進しているところです。
警察の統計では、令和２年12月末現在の県内の防犯ボランティアは433団体、24,474人となっており、
多くの方が防犯活動に参加されています。
どうか皆様方には、引き続き、地域ぐるみの防犯活動の輪を県民活動としてより一層広げていただき
ますとともに、「犯罪のない安全で安心なまちづくり」の実現に向け、これまで以上のご尽力を賜ります
ようお願い申し上げます。
結びに、皆様方の今後ますますのご健勝とご多幸をお祈りいたしますとともに、「犯罪のない安全で
安心なまちづくり」が県民運動として大きな成果を挙げ、「安心と希望に満ちあふれた山口県」の実現
につながることを念願してご挨拶といたします。

（公社）山口県防犯連合会会長
山口県知事  村岡 嗣政会長ごあいさつ
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山口県の犯罪情勢（令和２年中）
◆�刑法犯認知件数の推移

昨年、県内の刑法犯認知件数は4,137件で、前

年に比べ20.4％も減少し、数字の上での治安は

改善が見られますが、うそ電話詐欺の件数、被害

額はともに増加しているほか、子供や女性が被害

者となる犯罪も発生しています。

県警察では、今後も、安全・安心なまちづくり

に向け各種対策に取り組むこととしています。

◆�うそ電話詐欺の認知状況
昨年のうそ電話詐欺被害は、前年に比べ、件数、被害額ともに増加し、特に、昨年12月の１か月間だけで約

１億6,000万円の被害を認知するなど、深刻な状況にあります。

県警察では、金融機関をはじめとした関係機関との連携を図りながら、被害防止対策を推進するとともに、県民

の皆様に、最新の手口などタイムリーな情報発信を行っていきます。

被害金額
認知件数
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年代別の被害状況

新しく介護施設ができます。
他に希望者がいるのですが、
あなたの名義を貸して
もらえませんか？

名義を貸すだけなら
いいですよ。

名義貸しがバレて
訴えられました。

訴訟を取りやめてもらうには
「供託金」が必要です！

現金を何度も宅配便で送り、
数千万円の被害に発展！

数
日
後
…

不動産会社を
名乗る男

不動産会社を
名乗る男

高額被害に発展したうそ電話詐欺の手口

自転車盗 車上ねらい侵入盗

無施錠
80.3％

無施錠
67.1％

無施錠
84.3％

施錠
19.7％ 施錠

32.9％

施錠
15.7％

無施錠の被害が多い
・自転車盗 ……………… 80.3％
・侵入盗(住宅対象) …… 67.1％
・車上ねらい …………… 84.3％

施錠の徹底！

令和２年中の窃盗犯の特徴



防犯やまぐち 3NO.141

【ヤングテレホン・やまぐち】
少年の問題行動や非行・いじめ・犯罪等による被害などでお悩みの方は
「ヤングテレホン・やまぐち」にお気軽にご相談ください。
フリーダイヤル 0120-49-5150　携帯電話・FAX 083-925-5150

声かけ等事案の認知状況（令和２年中）

少年の非行情勢（令和２年中）

昨年の山口県における刑法犯少年の検挙・補導人

員は200人（前年比−76人）で、統計の残る昭和24

年以降最少となりました。

単純な動機から安易に行われることが多い初発型

非行は、少年非行の入口といわれ、できるだけ早い

段階で非行の芽を摘み取り、正しい方向へ導く働き

掛けが必要です。

インターネット利用に起因した少年の犯罪被害や

相談は低年齢層の児童にも広がっています。

フィルタリングの活用や家庭でのルール作りをす

るなど、少年がインターネットを安全に利用できる

環境を整えましょう。

【子供に対する声かけの特徴】
子供に対する声かけ等事案は557件で、前年に比べ

121件減少しています。

　子供の下校時間帯の被害が全体の半数

を占めています。保護者の方は子供と

「いかのおすし（い か行かない、の乗らな
い、お大声をだす、すすぐ逃げる、し知
らせる）」を確認しましょう。

【女性に対する声かけの特徴】
女性に対する声かけ等事案は182件で、前年に比べ

15件減少しています。

被害は、夜間に多発していることから、夜道を歩く

時は、スマホを操作したり、音楽を聴きながら歩くと

いった「ながら歩き」をしないなど普段の行動に自ら気

を付けることが大切です。

◆ 子供・女性に対する声かけ等事案認知件数

◆ 刑法犯少年 ◆ ネット問題

～ 下校時間帯や夜間に声かけ・つきまとい事案が多発 ～
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「ながら見守り」にご協力を！
「ながら見守り」とは、地域の方が、

ウォーキングや買い物等の日常生活

を送りながら、防犯の視点を持って

子供の見守りを行うものです。

「ながら見守り」にご協力をお願い

します。

※初発型非行～万引き、自転車盗、オートバイ盗、占有離脱物横領

犯罪少年の検挙人員
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◇活動地域「桜木地区」の紹介
桜木地区は、周南市が昭和39年から７ヶ年継続事

業で施工された「周南団地」の一画を形成しており、周

南市の南東に位置し、桜木・城ヶ丘・平原町の三つの

町から構成され、北側に徳山大学、徳山高専を有し、

そこから南側へと広がる閑静な住宅地です。

◇�防犯協議会の設立と
　「セーフティネットワーク桜木」の誕生
①�桜木地区防犯協議会の設立（平成16年10月15日）

平成13年６月に起きた付属池田小無差別殺傷事

件をはじめ、児童が被害者になる事件が全国的に広

がっている事から、自分たちの地域の「安全・安心」

は地域住民が連携して守り、誰もが「安全で安心し

て暮せる町」を作りたい、との願いから田村会長の

設立提案を満場一致で可決、桜木地区防犯協議会が

設立されました。

②�「セーフティネットワーク桜木」の誕生
　（平成16年11月18日）

その後、活動組織名を公募し、地区各種団体調整

会議で検討、平成16年11月18日「セーフティネット

ワーク桜木」とすることを決めました。

◇防犯活動の経緯
①モデル事業実施団体に指定

セーフティネットワーク桜木が平成18年５月「地

域安全安心ステーション」モデル事業実施団体とし

て警察庁より指定を受けました。

②�桜木小学校において「安全・安心まちづくり」推進大
会を開催（平成18年６月12日）

大会では、「安全・安心なまちづくり」を目指して

各種防犯活動に取り組んで行くことを決意し、大会

宣言を満場一致で採択しました。

先生と児童の防犯寸劇「いかのおすし」

◇主な活動
①�あいさつ運動（各種団体）及び城ヶ丘地下道の点検･
清掃（各自治会、寿会）

毎月１の付く日の登校日、朝７時30分〜８時頃

まで、休校日は清掃のみを行います。

あいさつ運動

②夜間防犯パトロール
毎月８日（19：00）  関係機関（警察、小中学校等）

と情報交換後、パトロールを実施して

います。

③普段の生活の中での見守り活動の推進
児童の下校時間帯に合わせ、防犯腕章をつけて普

段の生活の中で見守り活動を行います。

④地域安全マップ作り

学校に戻ってのマップ作り、広い道はオレンジ色に、危険箇所は赤い色紙を
貼ったりしてマップを完成

セーフティネットワーク桜木

会長　田
た

村
むら

　勇
ゆう

一
いち

【プロフィール】
趣味：少年野球歴40年／モットー：
健康第一・ラジオ体操／好きな花：
皇帝ダリア／特技：野球／健康の秘
訣：体を動かす事・会話

地域の「安全・安心」は住民が連携して守る
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・「地域での安全マップ作り」

安全マップ作りを通して、危険箇所の改善、地

域住民の防犯意識の向上を計ります。

・「桜木小学校や他の小学校でのマップづくり支援」

学校での安全マップ作りにより、子どもたちが

自らの防犯意識の向上と防犯能力（危険回避能力）

を身につけるよう、支援しています。

⑤山口県初「青色防犯灯」設置
平成18年10月16日　青色防犯灯点灯式を開催し

ました。

犯罪抑止効果があるといわれる「青色防犯灯」を、

現在はLED青色防犯灯に移行しています。

⑥「こども110番の家」の見直しを随時実施
桜木小６年生の「110番の家」お礼訪問に同行し

て、気づきや見直しを随時実施しています。

平成18年10月28日、西京銀行から「こども110番

の家」の「のぼり旗」が贈呈されました。

⑦ 警察その他関係機関との連携強化及び他地域との
ネットワークの更なる構築

平成18年10月、「周南警察署防犯ボランティア連

絡協議会（会長に桜木の田村勇一会長が就任）」が結

成しました。

⑧青少年の非行防止・健全な育成の支援
地域のあらゆる団体と連携し、安全・安心な「こ

どもの居場所づくり」を支援しています。

⑨青色防犯パトロールカーの導入
《青パトが走る・あいさつがとびかう・笑顔が踊る》

平成21年７月、日本財団より助成金を受け、青

色防犯パトロールカーを導入、小学校児童の下校時

間に合わせ毎日パトロールを実施しています。青パ

ト活動は、大きな犯罪抑止力になっています。

駐車場所で児童に挨拶する田村会長

◇今後の活動
警察等関係機関・地域・学校・家庭・及び他地域と

の更なる連携を強化し、ひとりの加害者も被害者も出

さない、誰もが「安心して暮らし続けられる、安全なま

ち」を目指し防犯活動を推進して行きたいと思います。

※ この記事は、（公財）全国防犯協会連合会が発行の機

関紙「安心な街に」（令和３年１月号）に掲載されたも

のです。

ポスター、標語、青パト写真を募集します！
令和３年度「全国地域安全運動」及び「全国暴力追放運動」に向けて、例年どおり、ポスター、標語、青パト写真を

募集します。
応募資格は問いませんので、積極的にご応募ください。

【課題】
〇ポスター、標語
　 　特殊（うそ電話）詐欺・悪質商法の被害防止
〇青パト写真
　　青色回転灯装備車の活動中の写真
○標語
　　暴力団への加入阻止
【募集要領】
○ポスター
　 　デザインは、四切サイズ（540㎜×380㎜）のヨ

コ描きとし、スローガン（キャッチコピー）の文字
は入れないでください。

○標語
　 　応募は、一課題につき一人１点とし、郵便はが

きか、はがき大の紙にタテ書きでお書きください。
○青パト写真
　 　応募は一人５点までとし、カラープリントＡ４

サイズ（デジタル写真可）の裏面に所定の応募票を
貼付のうえ、郵送で応募してください。

【送付先】　警察署生活安全課(係)へ
【締切り】　令和３年５月21日（金）

贈呈された「のぼり旗」を披露する児童
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平成17年２月、町民有志が「犯罪のない、安全で、明るく住みよい町」を実現するため、田布施防犯パトロー

ル隊を結成しました。

役場総務課内に事務局を置き、地域単位に５支部隊を組織し、地域住民はもとより、町長、自治会長、民生

委員など、様々な職種、年齢層で構成され、「いつでも、どこでも、誰でもできる」をスローガンに官民一体となっ

て活動しています。当初、110名であった隊員は、現在、198名の大規模パトロール隊に成長しました。定例総会、

２か月毎の役員会が隊の心臓部です。隊員が多いだけに研修会、年３回発行のパトロール隊だより、パトロー

ルマニュアルを整備するなど、隊員の資質向上・一体感の醸成・情報交換に努めています。

子供の見守り、老人宅訪

問、町内巡回など、地域に根

ざした支部隊活動は様々で

す。肩肘張らずに自分で出来

ることをするのも我が隊の

自慢です。町内でたくさんの

防犯ベストを着た隊員が見

られるように努力を続けた

いと思います。

防犯ボランティア団体の活動紹介

田布施防犯パトロール隊【柳井】

勝山地区は、下関市の中心部に当たることから、商業施設やマンション等が増え、人口増加の目覚ましい地

域です。それに伴い、東南アジア系等の外国人労働者も数多く見受けられます。

会員は27名で、警察署や交番の協力を仰ぎながら、地域団体、

防犯パトロール隊かつやま、少年相談員勝山地区部会とともに、

朝の交通安全立哨、下校時の青パトによる見守り活動、新下関駅

付近と近隣公園の巡回、毎週水曜日の夜と年末の青パトによる防

犯パトロール、自転車の施錠喚起活動、老人会でのうそ電話詐欺

の被害防止活動などを行っています。

また、昨年の夏祭りは、コロナ禍で中止となりましたが、通年

は、青少年の非行防止と健全育成の観点から、会場巡回、終了後

の早期帰宅喚起活動を行っています。これらの活動が地域の安全

安心に役立つものと確信し、防犯活動を続けてまいります。

防犯連絡所指導員勝山地区部会【下関】

椿東小学校地域見守り隊【萩】
椿東小学校地域見守り隊は、「子供達の登下校や日常生活において、安全安心に過ごせるように地域の皆で

見守ろう」と、平成17年に結成しました。　

現在、隊員は34名で、地域の小学校の登下校時に立哨を行っています。それぞれが担当場所に立ち、子供

達が安全に登下校できるよう見守っています。

写真は、登校時の立哨の様子です。

ひと月に一度、月曜日から金曜日までの間、学校で行われてい

る挨拶活動への参加、毎年、３年生を対象とした自転車教室や新

入生の仮入学時の交通安全教室等にも警察官と一緒に数名が参加

し、子供達へ安全面の指導などをしています。

子供達と接する機会も多く、自然と会話もでき、嬉しく思います。

このような活動を通じ、地域の子供達の安全を守るという責任

とやりがいを感じており、これからも、皆で見守り活動を継続し

ていきたいと思っています。
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会員の皆様からは、多くのご支援をいただいています。ご支援は、犯罪の予防や少年の健全育成等、
地域の安全安心活動に活かされており、県民の皆様の安全、安心につながっています。 

（岩国） ○（一社）岩国薬剤師会 ○岩国建設業協同組合 ○山口県岩国市猟友会 ○（一社）岩国市観光協会 ○㈱東洋地所 ○（一社）山口県宅建

協会岩国支部 ○岩国市自治会連合会 ○岩国工業クラブ（東洋紡績㈱岩国事業所、ＥＮＥＯＳ㈱麻里布製油所、三井化学工業㈱岩国大竹工

場、旭化成建材㈱岩国工場、帝人㈱岩国事業所、日本製紙㈱岩国工場） ○岩国商工会議所 ○岩国市遊技場防犯組合 ○㈱ＣＧＳコーポレー

ション○山口県玖西猟友会 ○㈱舞田興業 ○広瀬工業㈱ ○吉川林産興業㈱山林事業本部 ○㈱藤村組（柳井） ○白木産業㈱ ○小松物産㈱ ○

周防大島町 ○周防大島町議会 ○（福）白寿苑 ○㈱中原石油店 ○㈱柳井自動車学校 ○恵愛会柳井病院 ○柳井商工会議所 ○柳井市観光協会 

○柳井地区広域消防組合 ○岩政卓造 ○柳東地区防犯組合 ○柳井産業運輸㈱ ○柳井地区防犯組合 ○（宗）天照皇大神宮教 ○上関町 ○上関

町議会 ○大晃機械工業㈱ ○平生町 ○平生町議会 ○平生町工友会 ○藤永建設㈱ ○（医）光輝会光輝病院 ○㈱柳井クルーズホテル（光） ○山

口県光交通安全協会 ○山口県周南市熊毛猟友会 ○日鐵ステンレス㈱山口製造所 ○冨士高圧フレキシブルホース㈱ ○㈱ファノス ○光遊技

場防犯組合 ○（一社）光市医師会 ○時盛建設㈱（下松）　 ○山口県下松市猟友会 ○下松遊技場防犯組合 ○東洋鋼鈑㈱下松事業所 ○ＪＸＴ

Ｇエネルギー㈱下松事業所 ○下松飲食業協同組合 ○㈱日立製作所笠戸事業所 ○高山石油㈱ ○日東建設工業㈱ ○下松陸上運送業協同組

合 ○㈲小林商事 ○山本産業㈱ ○下松商業開発㈱ ○キハラ建設㈱ ○下松運輸㈱ ○金井金属工業㈱（周南） ○山口県周南市鹿野猟友会 ○住

福燃料㈱ ○黒髪石材㈱ ○今心サービス㈱ ○㈲三洋 ○（一社）徳山歯科医師会 ○周南料飲組合 ○㈱西京銀行 ○防長交通㈱ ○（一社）徳山医

師会 ○周南遊技場防犯組合 ○㈱サンテック ○サマンサジャパン㈱ ○内富火薬銃砲㈱ ○周南交通安全協会 ○若山石油㈱ ○三浦運輸㈱ ○

保土谷化学工業㈱南陽工場 ○新南陽鉄工団地協同組合 ○湯野温泉旅館組合 ○東ソー㈱南陽事業所 ○昭和電工㈱徳山事業所 ○徳山地区金

融防犯協力会 ○清水紀美子 ○㈱東横イン徳山駅新幹線口 ○西日本電業㈱（防府） ○（一社）山口県建設業協会防府支部 ○（一社）山口県宅建

協会防府支部 ○（一社）防府歯科医師会 ○防府市産業振興部競輪局 ○マツダエース㈱警備防災事業部 ○日本郵便㈱防府郵便局 ○ベル商事

㈱ ○三井住友信託銀行㈱山口防府支店 ○㈱きらら地域ブランド印刷 ○成田義人（山口） ○㈱たいよう共済山口支店 ○湯田温泉料飲社交組

合 ○（福）山口市社会福祉協議会 ○入交電設㈱ ○山口市水道工事協同組合 ○（一社）山口県建設業協会山口支部 ○（一社）山口県建設業協

会 ○山口市青少年問題協議会 ○湯田温泉旅館協同組合 ○（一社）山口県指定自動車学校協会 ○山口県山口猟友会 ○（一社）山口県宅建協会

山口支部 ○協同組合米屋町振興会 ○中市商店街振興組合 ○道場門前商店街振興組合 ○山口旅館組合 ○中国電力㈱山口支社 ○セコム㈱

山口統轄支社 ○㈱マルニ ○㈱モリイケ ○㈲平佐銃砲火薬店 ○シマダ㈱ ○㈱たかだ商事 ○㈲かとう ○椹野川漁業協同組合 ○山口県徳地

猟友会 ○㈱三戸建設 ○山口県阿東地区猟友会 ○㈲美濃グランド印刷 ○損害保険ジャパン㈱山口支店 ○㈱佐藤商会 ○内藤製本所 ○㈱エ

フォートシステム山口営業所 ○タナカ工芸 ○市町村職員共済組合防長苑 ○公立学校共済組合山口宿泊所セントコア山口 ○㈱秋川牧園 ○

山口フードサービス㈱ ○山口県貨物倉庫㈱ ○岡　哲志（山口南） ○山口県吉南猟友会 ○小郡料飲組合 ○阿知須料飲組合 ○㈱山口グラン

ドホテル ○㈱ヤマトク ○日本たばこ産業㈱山口支店 ○㈱トヨタレンタリース ○㈲セキュリティ山口 ○朝日食品容器㈱（宇部） ○㈱ダイ

ヤス食品 ○宇部旅館ホテル組合 ○大栄建設㈱ ○日立建設㈱ ○興洋産業㈱ ○大塔興業㈱ ○セントラル硝子㈱ ○山口県宇部猟友会 ○宇部

商工会議所 ○㈱タクシー綜合センター ○（公財）宇部市常盤動物園協会 ○（一社）山口県宅建協会宇部支部 ○宇部市遊技場防犯組合 ○福永

商事㈱ ○㈱フジセキュリティ山口支社 ○千年設計㈲ ○旭ユニフォーム㈱（山陽小野田） ○小野田商工会議所 ○（医社）長明会長沢病院 ○

山口県小野田地区猟友会 ○山口小野田レミコン㈱ ○小野田商業開発㈱ ○（一社）山陽小野田医師会 ○西部石油㈱山口製油所 ○富士商㈱ 

○田辺三菱製薬工場㈱小野田工場 ○共英製鋼㈱山口事業所 ○長沢建設㈱ ○山陽小野田市立山口東京理科大学 ○富士運輸㈱ ○山口県漁業

協同組合埴生支店 ○杉田産業㈲ ○㈱丸久厚狭店 ○日本化薬㈱厚狭工場 ○化薬ヌーリオン㈱厚狭工場 ○ＴＨＫ㈱山口工場 ○日鍛バルブ

㈱山陽工場 ○山陽商工会議所 ○天馬㈱山口工場 ○厚和産業㈱ ○長州産業㈱ ○山根修税理士事務所（小串） ○㈱川棚グランドホテルお多

福 ○㈱安成工務店 ○㈲清水組（美祢） ○瀬戸内部品㈱山口工場 ○秋山建設㈱ ○山口県火薬保安協会美祢支部 ○㈱美東電子 ○美祢市商工

会 ○薬仙石灰㈱ ○美祢警備保障㈱（長門） ○深川養鶏農業協同組合 ○長門高等学校 ○俵山接客業防犯組合 ○長門商工会議所 ○山口県石

油商業組合長門支部 ○長門建設業協同組合 ○長門料飲組合 ○長門・大津地区タクシー業防犯組合 ○山口県漁業協同組合長門統括支店 ○

長門ライオンズクラブ ○長門遊技場防犯組合 ○フジミツ㈱（萩） ○㈱萩観光ホテル ○萩商工会議所 ○萩宇部生コンクリート㈱ ○（一財）

萩交通安全事業普及協会 ○山口県漁業協同組合はぎ統括支店 ○上田銃砲火薬㈲ ○長州観光開発㈱ ○萩土建㈱ ○㈲吉崎組（下関） ○㈱サ

ンリブ ○山口合同ガス㈱ ○（一社）下関市歯科医師会 ○下関商業開発㈱ ○下関タクシー協会 ○㈱下関大丸松坂屋 ○下関海陸運送㈱ ○（一

社）下関市医師会 ○㈱東洋エンタープライズ ○㈲遊福旅館 ○下関通運㈱ ○㈱みらいジャパン ○山口県下関西部猟友会 ○下関遊技場防犯

組合 ○三菱重工グループ労働組合連合会下関地区本部 ○日本水産物輸入協議会 ○下関唐戸魚市場㈱ ○関光汽船㈱ ○下関中央魚市場㈱ 

○関門港湾建設㈱ ○関釜フェリー㈱（長府） ○山口県漁業協同組合王喜支店 ○山口県下関東部猟友会 ○㈱シマノ下関工場 ○日清食品㈱下

関工場 ○㈱コプロス ○㈱國分組 ○下関工業㈱ ○山口県漁業協同組合王司支店 ○山口県漁業協同組合才川支店 ○山口県漁業協同組合長

府支店 ○松田直規（共通） ○（一社）山口県レンタカー協会 ○（公財）日本防災通信協会山口県支部 ○（一社）山口県二輪車普及安全協会 ○山

口県自転車軽自動車商協同組合 ○山口県ゴルフ場防犯協議会 ○（一社）山口県自家用自動車協会 ○山口県デパートスーパー等防犯協議会 

○（一社）山口県損害保険代理業協会 ○山口県金融防犯連合会 ○山口県ガソリンスタンド防犯協議会 ○山口県カラオケスタジオ防犯協議

会 ○山口県中古自動車販売商工組合 ○中国遊技機商業協同組合 ○㈱ガイア ○山口県質屋組合連合会 ○山口県防犯設備士協会 ○㈲有冨

商会 ○山口県警友会 ○山口県信用農業協同組合連合会 ○あいおいニッセイ同和損害保険㈱ ○㈱ダイナム ○田村商事㈱ ○サントリービ

バレッジサービス㈱中国・四国営業本部山口支店 ○山口ヤクルト販売㈱ ○コカ・コーラウェストベンディング㈱ ○アサヒ飲料㈱中国支

社 ○㈱キリンビバックス ○伊藤園山口支店 ○山口県農業協同組合 ○㈲そのだ工芸 ○西村千秋 ○鴻池運輸㈱

山口県の安全安心を支える賛助会員の皆様（順不同）
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● 　中国防犯連合会連絡協議会（中国管区警察局に事務局）と中国５県の防犯連合会（協会）
は、毎年、中学生から防犯作文を募集し、優秀作品を取りまとめて、小冊子「中学生の願い」
を発行しておりましたが、今後は関係県のホームページで紹介することといたしました。
中学生としての考え方や大人への提言が素直に述べられておりますので、是非ともホーム
ページをご覧ください。

● 　新型コロナウイルス感染症ワクチンの先行接種が始まりましたが、今後、ワクチン接種
に便乗した詐欺や不審電話等が懸念されます。行政機関等がワクチン接種に関して、現金
を要求することはありませんので、注意してください。

編集後記

寄附金の寄贈御礼
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社山口支店（山口市小郡高砂町２

番８号）様より、３年連続して10万円のご寄附をいただきました。

令和３年１月26日（火）、当連合会で行った贈呈式には、山口支店 佐藤

大助支店長、守田美之顧問、本田幸恵課長補佐及び山口県警察生活安全

企画課 藤原英明指導官のご出席を賜り、佐藤支店長から「今後も引き続き

協力したい」などと心強いお話をいただきました。

ご寄附は、当連合会の貴重な財源とし、犯罪のない安全で安心なまち

づくりのために有効活用させていただきます。

ここに改めてお礼を申し上げます。

防犯協会を名乗る者からの不審電話に注意！
県内では、「山口県防犯協会」や「日本防犯協会」を名乗る者から、うそ電話詐欺の予兆と思われる不審電話が相次

いでいます。

電話の内容は、

○　あなたの個人情報が漏れています。

　 　あなたは、東日本大震災の関係で仕事をしているＡ社に会員登録されており、会員をやめるのであれば代

わりの人がいる。

　 　うちで代わりに会員になってくれる人を紹介する。

○ 　詐欺グループを捕まえたところ、名簿にあなたの名前があった。

　 　あなたの情報が色々な会社に登録されていたため、こちらで削除をしていたが、１社だけ登録を消すこと

ができなかった。

　 　登録を消すには、代わりの人が必要になるのでこちらで探してみる。

○ 　あなたの通販登録の情報が様々な会社に登録されている。

　 　詐欺に使用されるおそれがあるので、消去していたが、１件は消去できなかった。

　 　消去するには代わりの人を立てないとだめなので、こちらで代わりの人を探す。

などです。

犯人は、あらゆる口実を駆使し、お金をだまし取ろうとしています。

不審電話があれば、一人で悩まず、家族・知人、警察等にご相談ください。

「賛助会員」入会、「犯罪防止支援自動販売機」設置のお願い
山口県防犯連合会では、安全で安心して暮らせる地域社会の実現をめざし、防犯意識の普及・高揚、各種犯罪予

防活動等に対する協力援助、少年非行防止と健全育成、風俗環境浄化活動等の事業に取り組んでいます。

当連合会の活動にご賛同をいただく個人、法人、企業の皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。

〇 　賛助会費（年会費）として、法人１万円以上、個人３千円以上をお願いしています。

〇 　犯罪防止支援自動販売機の設置により、売上利益の何パーセントかの寄附をお願いしています。

〇　公益法人に対する賛助会費や寄附金は、税法上の優遇措置が受けられます。

左から県警 藤原指導官、県防連 清木専務、山口支店 
佐藤支店長、同 守田顧問


